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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610

2021-2022年度ＲＩテーマ

能美ロータリークラブ
事務局 ： 〒９２３－１１２１ 石川県能美市寺井町ヨ４７ 寺井地区公民館１階
ＴＥＬ ０７６１－５７－２０８８
ＦＡＸ ０７６１－５８－５４３０
例 会 ： 金曜日１２時３０分開会点鐘 寺井地区公民館

２０２１年７月２日(金)第２３９０回例会（１２時３０分開会点鐘 寺井地区公民館２階「大ホール」）
＜例会プログラム＞
・会長幹事バッジ引き継ぎ
・開会点鐘
・国歌「君が代」
・ロータリーソング「四つのテスト」
・ゲストのご紹介、会長就任挨拶
・新会員入会式
・幹事報告、委員会報告等
・７月米山奨学金贈呈
・就任挨拶、基本方針発表(役員・理事)
・閉会点鐘

【会長幹事バッジ引継ぎ】
開会点鐘前に、元山直前会長より北野会長
へ、関戸直前幹事より広瀬幹事へ、クラブ
で伝承されている会長幹事のバッジが引き
継がれました。

【ゲストのご紹介（北野会長）】
・米山奨学生

レーティ・アィンさん

【会長挨拶（北野会長）】
新年度を迎え緊張しております。１年半ほどコロナの影響で例会がなくなっ
たり、事業が思う様に出来なかったりと非常に難しい状況の中にあります。
県内の感染者数は落ち着きをみせているものの、まだまだ先行きが見えない
状況でありますが、皆様ご指導の程、宜しくお願い致します。

【新会員入会式（北野会長）】
この度、異動に伴い北島会員が退会、後任者の谷口様が入会となりました。
北島会員より４年間の在籍に対するお礼と感謝の気持ち、そして谷口様より
奉仕の理念を実践出来る様頑張りたいとご挨拶を頂きました。

【幹事報告（広瀬幹事）】
本年度、幹事を仰せつかりました幹事の広瀬です。なにぶんにも不得手な部分があるため、是非とも皆様にサポートを
頂きながら、一年頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
・７月２日(金)定例理事会報告。(出席者１２名、本年度予算(案)の承認、９月例会プログラム案承認、会員異動承認)
・７月ロータリーレート１ドル１１１円。
・２０２２～２３年度黒川伸一ガバナーエレクト事務所開設。(金沢市本江町)
・２０２２～２３年度交換学生募集要項について。
・本日の配布資料。(本日例会プログラム、８月例会プログラム、ロータリーの友７月号、地区ガバナー月信７月号、
２０２２～２３年度交換学生募集要項、２０２０～０１年度下期発刊会報)

【親睦委員会報告（岡崎委員長）】
本年度親睦委員長を務めます岡崎です。まだまだ親睦例会の実施が難しいと思われますが、状況を見ながら対応してい
きたいと思いますので、皆様宜しくお願い致します。７月誕生者６名への記念品贈呈。

【ロータリー情報委員会報告（清水委員長）】
本年度ロータリー情報委員長を仰せつかりました清水です。委員とともに一年間務めますので宜しくお願い致します。
ロータリーの友７月号の紹介。(ＲＩ会長メッセージ、ロータリー奉仕デー、ガバナーの横顔、ガイ・ガンディガーと
日本、コロナ後に本はどうあるべきか他）

【プログラム委員会報告（南祥委員）】

８月例会プログラムの紹介。

【出席委員会報告（染谷委員長）】
本年度出席委員長を務めます染谷です。本年度もコロナの状況により、例会プログラムの変更も考えられますが、短
い時間でも例会を通じて皆様とお顔を合わせられる時間を大切にしていければと思います。本日の出席者４４名、本
日の例会出席率８４．６２％。

【ニコニコボックス委員会報告（北正）】…順不同、敬称略
「退任バッジを頂き有難うございました。
」…元山、関戸
「本年度役員・理事に週にしました。一年間宜しくお願い致します。
」…北野、山岸、北出、田中 庄、前田、広瀬
「はくさん信用金庫 鳴和支店に異動となりました。皆様、お世話になりました。」…北島
「はくさん信用金庫 鳴和支店より寺井支店に異動してきました。宜しくお願い致します。
」…谷口
「北島会員、新天地でも頑張って下さい。谷口様、ようこそ能美ＲＣヘ、これから宜しくお願い致します。新年度がス
タート致しました。皆様、アィンさん、宜しくお願い致します。
」…北野、山岸、北出、広瀬、深田、廣田、入口、
谷、北潔、北正、北川、北島、小坂、越野、前田、南直、南祥、本、元山、長高、岡崎、関戸、清水、染谷、杉本、
鈴木、田川、髙見、高田、武腰潤、武腰一、田中庄、田中利、辰野、徳野、上田、上野、請田、山本、由田
「誕生祝いを頂き有難うございました。」…北野、本、染谷、山本、高田

【就任挨拶・基本方針発表】

【主な行事】

本年度、山岸副会長(クラブ奉仕委員長兼務)、北出会長
エレクト、田中庄治会場監督、前田会員増強委員長より
就任挨拶と基本方針の発表を頂きました。皆様より北野
会長の方針を基本に、委員会運営を行っていくこと、ま
た先の読めないコロナ禍において、安全面を考慮しなが
ら出来る範囲で活動を行っていくことで皆様のご協力を
得たい旨のご挨拶を頂きました。皆様一年間宜しくお願
い致します。

・７月２日(金)関係機関挨拶まわり
・７月２日(金)２０２０～２０２１年度会計監査会(１２：００～寺井地区公民館２階２０２会議室）
・７月２日(金)定例理事会(１２：００～寺井地区公民館３階３０２会議室）
・７月３日(土)地区ロータリー米山記念奨学会委員会(１３：００～ホテル金沢)
・７月３日(土)地区ロータリー米山記念奨学会カウンセラー研修会(１４：００～ホテル金沢）

２０２１年７月９日(金)第２３９１回例会（１２時３０分開会点鐘 寺井地区公民館２階「大ホール」）
＜例会プログラム＞
・開会点鐘
・ロータリーソング「奉仕の理想」
・ビジターのご紹介、会長挨拶
・表敬訪問ご挨拶
(小松RC・小松東RC・小松シティRC）
・幹事報告、委員会報告等

・臨時総会
・役員就任挨拶
・閉会点鐘

【ビジターのご紹介（北野会長）】
・小松ＲＣ
・小松東ＲＣ
・小松シティＲＣ

会長
会長
会長

松多伸悟 様
下野啓介 様
鈴木隆史 様

、 幹事
、 幹事
、 幹事

澤守麻希 様
東 樹志 様
河北和則 様

【会長挨拶（北野会長）】
昨日８日に親クラブであります小松ＲＣへ表敬訪問へ行ってまいりま
した。２日続けて本日のビジターの皆様とお顔をあわせさせて頂きま
す。当クラブ例会場が能美市の管轄にあたる会館のため規約に基づき
例会を運営しておりますのでご了承下さい。今後とも課題に向けてお
互いに協力しあい、ご指導頂ければと思います。

【表敬訪問ご挨拶（小松RC 会長 松多伸悟様、幹事 澤守麻希様）】
昨日の当クラブ表敬訪問有難うございました。世の中がコロナの影響を受け、活動
が思う様に出来ない中、先般４月に能美ＲＣ創立５０周年記念式典を終えられまし
たこと、誠におめでとうございます。本年度は自分がなれる最高の自分にあろうを
テーマに、先輩に教えを頂きながら、他に奉仕することを中心に活動するビジョン
を持っていきたいと思います。また、今年は是非２年中止となっている合同観桜夜
間例会が実施出来ることを楽しみにしております。

【表敬訪問ご挨拶（小松東RC 会長 下野啓介様、幹事 東樹志様）】
私が幹事で訪問した時は、ちょうど能美ＲＣ創立４５年の年度あり式典にも参加さ
せて頂きました。また、当クラブが本年度創立４５周年を迎える年となります。私
自身、小松能美薬剤師会の会長を務めていること、大好きな偉人が能美市であるこ
ともあり、能美市を大変身近に感じております。今後共、宜しくお願い致します。

【表敬訪問ご挨拶（小松シティRC 会長 鈴木隆史様、幹事 河北和則様）】
数年前に幹事としてお邪魔させて頂きました。現在はコロナの影響を受け、事業が
なかなか出来ずリモートを主体とした例会や会議を行っております。青少年育成の
面においても、リモートを駆使して、高校生との企業卓話や教育も行っておりま
す。今後も身を引き締めていきたいと思います。

【幹事報告（広瀬幹事）】
・高崎南ＲＣ表敬訪問中止。
・ＲＩＤ２６２０熱海豪雨義援金への協力願い。
・本日の配布資料。(本日例会プログラム、臨時総会資料、創立５０周年記念誌）

【出席委員会報告（染谷委員長）】

・本日の出席者４０名。

・本日の例会出席率７８．４３％。

＜メークアップ報告＞
・７月３日(土) 地区ロータリー米山記念奨学会委員会…上田
・７月３日(土) 地区ロータリー米山記念奨学会ケウンセラー研修会…長高、上田
・７月８日(木) 小松ＲＣ表敬訪問…北野、広瀬

【ニコニコボックス委員会報告（北正）】…順不同、敬称略
「表敬訪問に参りました。一年間宜しくお願い申し上げます。
」…小松ＲＣ
「能美ＲＣの皆様、本日は幹事の澤守と共に表敬訪問に参りました。能美ＲＣ様、昨年はコロナ禍の中、創立５０周
年記念式典を無事に終えられ、本当におめでとうございます。今年度は是非、合同観桜夜間例会を行いたいですね。
１年間どうぞよろしくお願い致します。」…小松ＲＣ会長 松多伸悟様
「本日は表敬訪問にまいりました。一年間どうぞよろしくお願いいたします。又、昨日は北野会長、広瀬幹事に当ク
ラブ例会にお越しを賜りましてありがとうございました。
」…小松ＲＣ幹事 澤守麻希様
「表敬訪問に参りました。一年間宜しくお願い申し上げます。
」…小松東ＲＣ
「能美ＲＣの皆様、本日はありがとうございました。小松東ＲＣは本年で４５周年を迎えます。昨年度“５０周年”
を迎えられた能美ＲＣ様には、色々ご教示いただければ幸いと思っています。会長の北野様、幹事の広瀬様をはじ
め、能美ＲＣの皆様、１年間よろしくお願いします。
」…小松東ＲＣ会長 下野啓介様
「本日は表敬訪問に参りました。よろしくお願い致します。」…小松東ＲＣ幹事 東樹志様
「能美ＲＣの皆様方には日頃より大変お世話になっております。コロナ禍であり、これから益々暑くなりますので、
何卒ご自愛のほどお願い申し上げます。」…小松シティＲＣ会長 鈴木隆史様
「本日は表敬訪問にお伺いさせて頂きました。北野会長、広瀬幹事はじめ会員の皆様、今後ともよろしくお願い致し
ます。」…小松シティＲＣ幹事 河北和則様

【続・ニコニコボックス委員会報告（北正）】…順不同、敬称略
「前年度決算報告を致します。皆様宜しくお願い致します。」…元山、清水、関戸
「本年度予算案を発表致します。皆様宜しくお願い致します。
」…北野、本、広瀬
「小松ＲＣ松多会長、澤守幹事、小松東ＲＣ下野会長、東幹事、小松シティＲＣ鈴木会長、河北幹事、本日はお忙し
い中、表敬訪問にお越し頂き有難うございました。臨時総会、皆様宜しくお願い致します。
」…北野、山岸、北出、
広瀬、秋田、深田、廣田、入口、 谷、北潔、北正、北川、越野、前田、南直、本、元山、長高、中出、中野、坂井、
関戸、染谷、杉本、鈴木、田川、田中庄、田中利、辰野、谷口、上田、上野、請田、山本
「誕生祝いを頂き有難うございました。」…中出
「都合により早退」…髙見、由田、南祥
「家族にお花を頂きました。有難うございます。
」…請田、田中庄

【『臨時総会』
～前年度決算報告、本年度予算(案)について～（議長：北野会長）】
本日の臨時総会出席者数は４０名、クラブ細則第５条第４節(ａ)に基づき、定
足数を満たしての開催となりました。北野会長が議長を務め、先ず始めに臨時
総会資料に基づきながら、清水直前会計より創立５０周年記念の決算とあわせ
前年度会計収支報告と繰越金について説明がありました。なお、前年度の新型
コロナウイスル感染症に伴う例会や事業等の中止に伴う余剰金は、理事会承認
のもと繰越金として処理されたことを報告。

続いて上田直前会計監査監事より先般７月２日に開催された前年度会計監査会
報告を頂きました。本年度予算(案)では、本会計より前年度繰越金や詳細に関
する説明を頂き、その後、坂井年度の下期、元山年度の年間を通じコロナ禍に
よる夜間例会中止に伴い、本年度は親睦特別会費(年額一人当たり３５,０００
円)の徴収は、新規入会者を除き徴収しないこと、本年度に使用する創立５０
周年関連費用は積立金より支出することで承認されました。

【主な行事】
・７月１２日(月)小松シティＲＣ表敬訪問(１９：００～Ｚｏｏｍ会議）
・７月１３日(火)２０２０～２０２１年度理事会(１８：００～旅亭萬葉）
・７月１７日(土)地区インターアクトクラブ委員長会議(１０：４０～Ｚｏｏｍ会議）

２０２１年７月１６日(金)第２３９２回例会（１２時３０分開会点鐘 寺井地区公民館２階「大ホール」）
＜例会プログラム＞
・開会点鐘
・ロータリーソング「我等の生業」
・ゲストのご紹介、会長挨拶
・幹事報告、委員会報告等
・石川県立寺井高等学校ＩＡＣ助成金贈呈式

・理事就任挨拶
・閉会点鐘

【ゲストのご紹介（北野会長）】
・石川県立寺井高等学校 校長 西野正洋様
・石川県立寺井高等学校 ＩＡＣ担当教諭 淺井俊光 様

【会長挨拶（北野会長）】
一昨日に梅雨が明け、本来であれば夏休みに向けての帰省、家族
旅行等を楽しみながら計画している時期ですが、昨年同様、コロ
ナの影響を受けている次第であります。寺井高校との共同事業も
安全面を考慮し、予定はするものの実施が難しいのが現状です。
先の読めない状況ではありますが、寺井高校の皆様と一日も早く
奉仕活動が出来ればと願っております。

【幹事報告（広瀬幹事）】
・１０月２日(土)第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内。
・７月２３日(金)祝日、３０日(金)会場都合により例会なし。
・ＲＩＤ２６２０地区熱海豪雨義援金２５,５００円を当地区所定の口座へ送金。
・次回８月６日(金)例会は物故会員法要例会で午前７時より称仏寺にて開催。
・少し早めの土用の丑の日持ち帰り弁当。
・１０月２日(土)第１９回ロータリー全国囲碁大会について。
・本日の配布資料。(本日の例会プログラム、石川県立寺井高等学校ＩＡＣ名簿))

【出席委員会報告（染谷委員長）】
・本日の出席者４０名。

・本日の例会出席率７８．４３％。

・７月２日例会出席出席率９６．０８％。

＜メークアップ報告＞

・７月１２日(月)小松シティＲＣ Ｚｏｏｍ表敬訪問…北野、広瀬
・７月１３日(火)２０２０～２１年度理事会 …………１２名

【ニコニコボックス委員会報告（関戸）】…順不同、敬称略
「本年度理事に就任致しました。一年間宜しくお願い致します。
」…髙見、小坂、武腰 一、田中利
「石川県立寺井高等学校 西野校長、淺井教諭、本日はようこそ能美ＲＣへお越し下さいました。本年度理事の皆様、
宜しくお願い致します。
」…北野、山岸、北出、広瀬、秋田、深田、廣田、入口、 谷、北潔、北川、小坂、越野、
前田、南祥、元山、長高、坂井、関戸、清水、染谷、杉本、鈴木、田上、田川、髙畑、髙見、高田、武腰 潤、武腰一、
田中庄、田中利、谷口、辰野、徳野、上田、上野、請田、山本
「都合により早退」…北出、由田

【石川県立寺井高等学校ＩＡＣ助成金贈呈式】
本年度もコロナ対策という事で、ＩＡＣとの合同例会は
中止とし、西野校長、ＩＡＣ担当教諭の淺井教諭にご出
席頂きました。西野校長からは、助成金に対する御礼の
他、現在は活動の制約があるものの通常通りの学校生活
をおくり、部活動に関しては数クラブが北信越に出場、
またハンドボールはベスト８までのぼりつめたこと等を
含めご挨拶を頂きました。寺井高等学校の益々発展とご
活躍、そして早くコロナが収束し共同事業等が行えるよ
う祈念しております。

【就任挨拶・基本方針発表（理事）】
髙見クラブ管理運営委員長、小坂奉仕プロジェクト委員
長、武腰一憲公共イメージ委員長、田中利明Ｒ財団米山
委員長の理事４名より、就任挨拶ならびに基本方針の発
表が行われました。まだまだコロナ禍において、事業活
動も模索状態となりますが、是非皆さんのご理解とご協
力をお願いしたい旨のご挨拶に合わせ、各部門委員会と
しての基本方針を発表頂きました。

【主な行事】
・７月１７日(土)地区クラブＩＡ委員長会議(１０：４０～Ｚｏｏｍ会議）
・７月１８日(日)
・７月２０日(火)小松東ＲＣ表敬訪問(１２：３０～Ｚｏｏｍ会議）
・７月２２日(木祝)地区ロータリー米山学友会第１６回定期総会・卓話(１３：３０～Ｚｏｏｍ会議）
・７月２３日(金祝)祝日にて例会なし
・７月２５日(日)地区第２回職業奉仕委員会(１０：００～石川県地場産業振興センター第８会議室）
・７月２７日(火)会長会(１８：００～たがわ龍泉閣）
・７月２９日(木)グリーン会納会(１８：００～たがわ龍泉閣)
・７月３０日(金)例会取り消し

